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PIA4830,PASシリーズは、ÇÈ@ÉÊËのÄÅです。

・Excelシートに したデータをながら、リアルタイムにDCを 
し、!"に#$も&います。
Excelシートのデータ(Max65,000)をながらDCを[$したCV/CC
モードでijコントロールします。  \]となるDCは、1_から5_のabでVdにf
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GP-IB

oできます。 pq$Jでのrs"tはVdにq$できます。
また!"に、u・vのpリードバックJのや、マルチメータなどの+,#$H
による#$も5_まで=>です。 さらに、そのJを}$し、 を~できます。 !
のでCV とCC を して することはできません。

・なにより、

をできます。

えば、jの$vを&なう、ノードにuJをq$しておけば、その
uにしたノードはV7に をし、のノードはを ¡します。
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・+,./と!1をとりながらステップ78を9めることが=>です。
マルチメータDの+,#$Hの#$JをKLして、+,のON/OFF./と!1をNりながら、
ステップ78を9めることができます。 QRSTなどのV7WにXYなZLが=>です。



プログラムはExcelのアドインとし
て します。Excelからアドイン
を'すると、Excelシートに、このウ
インドウが0われます。
「START」ボタンでExcelシートのデー
タに8づき:;<=を>?します。

DC@Bを<=する@CD
、@FDなどをIJにキー
ボードからExcelシートにL
Mしておきます。

OPのリードバックXをし、<=と
して、@C・@F、
または、
マルチメータの_`DがExcelシートにabまれま
す。 これらのデータは、キーボードからLMしたデータと じよ
うに、ExcelのXをhして、 i・jk・mnoをpqにrう
ことができます。
s)ソフトにp iXはありません。


スタートに、Excelシートにデータをします。
アドインを!"するに、Excelシートに$%・$'などの/を16にあわせてしておきます。 Excelシート>
のどの?@にしてもかまいませんが、とJKにLM/をNりQむTUは、した/のYZにLM/がされる
ため、/の?@は、Excelシートの^_にすることをおaめします。(bdfg)

①

②

③

①

iにDC@Bを３¡<=するのExcelシートへの<=データのLM£を¤します。
1¡¦の§の<=データをこのにLMします。 、 があるは、にだったDが
されます。 ただし、 DC@BOPを1¡でするは、 のセルで<=を©ªします。
s)ExcelにLMされたDがDC@BOPに されると、DC@BOPが®つ°に±められます。
³いまして、 ExcelのDが、そのままµ¶OPの·`Dにならないがあります。

②

2¡¦¹び３¡¦の§の<=データをこのにLMします。 、 があるは、に
だったDがされます。  DC@BOPの<=データのセルがすべて になると<=を©ªしま
す。

の「Excelから」にチェックをけた、このに()をLMします。
③ 「M」
ステップごとになったをLMできます。  があった、にだったDが
されます。

|ずこの~PにカーソルをPいて、「START」をクリックします。
1¡¦と2¡¦と３¡¦の<=Dの
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が¼て

になると、<=を©ªします。

M<=のÌÍをLMするためにノードÏをÐÑします。
PIA4830にÒいÓからÔにノードÏを「5」「6」「7」「8」「9」と·`します。のノード「9」の「TERMINA
TION」は|ずONに·`してください。 Ø ÙはDC@BにÚするaÛÜÝÞをßàください。
５¡の¼てのノードをâ;する|ãはありません。â;されていないノードの「する」にはチ
ェックけないようにします。
M<=にするノードにチェックをけます。
Mモードを「@C」「@F」からÐÑします。
Excelシートのデータのå~をæ`します。
OVPDをLMします。 

のは、 0é·`されているOVPをします。

OCPDをLMします。 

のは、0é ·`されているOCPDをします。

<=、DC@BのリードバックDをExcelシートにa÷するはチェックをけます。
<=©ª、@BMをOFFにするにチェックをけます。チェックをけないは、<=©ª
、のMDがMされたままになります。
M<=、するÌÍをノードûに·`します。ØÙはページをßàください。
Mモードが「@C」のは、 @FDをLMします。M<=、この@FDを えると@Bは
CCモードにrします。
Mモードが「@F」のは、 @CDをLMします。M<=、この@Cを えると@BはCV
モードにrします。
 のは、0éの·`Dが®されます。
「_`êë」は、DC@Bに<=Dを·`、_`を>?するまでのêëをLMします。
もし、「M」よりíいêëがLMされたは、_`はî<ïにMのðñでrわれます。
また、「@C」「@F」のどれかの_`にチェックがある、î<ïに0.5óのêëに·`されます。
「_`êë」の が のは、Mのðñで_`がrわれます。
ôõなリードバック@Cや@Fをa÷するためには、1óの_`êëを·`することをおøめします。
もっとùúにかつôõに@CDや@FDを_`するためには
_`§をしてください。
MをExcelシートからa÷し、û Mがüýされるような、_`êëの を
にしておくと、þにMのðñで_`がrなわれます。
s)「_`」「_`êë」は、あくまでも¦ÿので、ôõさをするものではありません

「START」ボタンで、0éのExcelカーソル~Pをにして、にかってÔデータの<=を>?します。
<=Dの¼セルが になると©ªします。 し  が1 óのは、をりします。
「PAUSE」ボタンをすと、します。「PAUSE」ボタンをすと:;モードにります。
「PAUSE」をにしてから、「START」をすと、ステップモードになり、「START」を1  すûに、<=データを
にめます。 「 PAUSE」をすると、:;モードにります。
「PAUSE」モードの、_`は「START」をすか、また「PAUSE」したときにrされます。
「STOP」ボタンで、いつでも できます。
Excelシートの"¤を9:えます。
Excelシートのカーソルの~Pをさせます。
１つJのノードのLMÌÍを、0éの"¤ノードのÌÍに¼てコピーします。
ステップのMが`の、そのをLMします。 「 Excelシートから」にチェックをけ
ると、このLMは'(されます。LMDの は3600です。この に「0」のLMも)Xですが、*のúの
は、_`をrわないで+10 /,です。 また、リードバックによる@C・@Fのどれかの_`にチ
ェックをつけた、+２ /,になります。
<=Dと に、MもExcelシートからaりbむにチェックします。 Dは、<=Dの 1つ
&の£にLMします。 (Jページßà)
LMされたÌÍを¼て.¹び0bをします。
と
してM をめるにチェックをけます。「_`êë」のLMDはに
Xします。ØÙはページをßàください。
PIA4830のGP-IBアドレスを·`します。
Mのりし  をLMします。¼てのデータのMが©ªしたら、スタート~Pにり、りしMを
rいます。 しの は250 ですが、_`DのLMがExcelシートの&1に23するとします。
MONからの46もExcelにaりbみます。
マルチメータなどの
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_`§のデータも

にaりbみます。(ØÙは8ßà)

ノードqにrのstuvをwMします。
pノードに をq$します。ここでq$したをSすると、そのノードはÒに したJをêsしたまま、それëìの
 J は&なわれなくなります。 ま た、「îï" OFF」のðにチェックをÄけることにより、をSした"ñで、そのノード
の をOFFにすることもできます。 「 で、òてのノード を」にチェックをÄけた、どれか1つのノードがをó
たした"、òてのノードの をします。
DC@BOPのモードrをHして、<=
「CCモード」へのr
「CVモード」へのr

をさせることができます。

リードバックによるそれ ぞれの_`Dに=してMÌÍを·`できます。 それ ぞれの_`>¦に
?D/?Dの@ABCをLMし、そのBCを れた、そのDで<= をpïに©ªしま
す。  のは、その >のE`は'(します。 これらの©ª E`は、リアルタイムにFGするわけで
はありません。LMされたMごとの_`Dに=して、E`がrわれます。 また、 E`をする
>¦は、|ずその_`>¦をONに·`しておく|ãがあります。
_`§の_`LMに=してもM のÌÍを·`できます。
1¡から5¡の
_`§をÐÑし、それぞれにÌÍをLMします。
_`§の、
OnがONの、OnのDに=しE`がrわれます。
_`§のÌÍの、1つのÌÍでもHすると¼てのノードMをします。
チェックをけると、どれか1つのÌÍをHすると、¼てのMをî<します。
ÌÍがIJしたとき、そのKA"¤をrなう|ãが'いならチェックをけます。

yz{|にJ}してr"を~める。
+,#$H-1の#$Jに\して!178を&なうことができます。 「 
"ttÁ」の「+,#$Hから」にチェックをÄけることにより、!178を
&なうことができます。 チ ェックのÄいていないÅÆからチェックをÄけると
ÇÈÉÊがËÌされます。  78のトリガを「しきいJ」の と「
Ïり」「ÏÇり」でq$します。 し きいJは、+,#$H-1のÐÑがONに
q$されているは、ÐÑÒのJです。
Ó!178をÔ&するためには、「+,#$Hの」にチェックをÄけ
1_Õの#$HをXYにしておく×Øがあります。

DC@BMD

LM

+,#$H-1による

!178

_`§-1


しきいD

_`§-1がマルチメータの、

がDC@CでLMでされてくるならQF@C_`
に·`します。 リ レーMのは、RS_`に
·`します。

DC$rのノードのJKについて。
ノード5とノード6をÛLして、2つのDC
ください。
ノード6の

を!"&なった、2つの

は、é±100msのabでバラツキます。

ノード5の
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はÇÈのように±100msßàのバラツキがãäしますから、ごæç

rをし、そのLM/を ExcelへNりQんだ
スタートJに、IJにExcelシートにLMしておいた<=D
ノード5の@BOPのリードバック@Cの_`D
ノード5の@BOPのリードバック@Fの_`D
ノード6の@BOPのリードバック@Cの_`D
ノード6の@BOPのリードバック@Fの_`D
_`§-1の_`D
_`のスタートからの46

yzLM

(マルチメータ)のwM

_`§とはGP-IBでパソコンとâ;されている|ãがあります。(i)
_`§からられてくるデータのフォーマットは、ASCIIであり、Yのデータの(Max10[)、データはコンマで\9られている|ãが
あります。
s)
_`§からのデータaりbみは、¼ての_`§との] をするものではありません。
ÌÍを·`する

_`§をÐÑします。

_`§をするはチェックします。
_`§のGP-IBアドレスを·`します。
_`§のデリミタを·`します。]þは、LF+EOIです。
_`>?Jに、_`§に するコマンドがあるは、ここにLMします。 ファンクションやレンジ9:えのコマンド
をLMします。 ]þは です。
もし、
_`§からデータを^けaる、クエリーコマンドをIJに する|ãがある、ここに
クエリコマンドをLMします。ほとんどの、 でOKです。
もし、マルチメータがSCPIコマンドcdのものでしたら、のコマンドのどれかがされます。
:READ?
:FETCH?
:MEAS?

する

_`§のデータ^ にトリガが|ãな、チェックをつけます。
「GET」,「"*TRG"」,「tuコマンド」からトリガのÓvをÐÑします。
]þは、「GET」のÐÑをします。
「tuコマンド」をÐÑしたは、トリガコマンドをテキストボックスにLMします。
_`§のデータにOnwxをrうときにチェックします。 Yのデータが^
データに、にLMしたOnがrわれます。
りbんだデータに、Onをrった、ExcelへLMします。
ExcelへのLMD = ( _`§データ - B ) * A
ヘッダとしてExcelへLMするI>をここにLMします。
 の、「
_`§」がLMされます。

パソコン

されたは、その¼ての

GP-IB

PIA4830
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PAS

â;£

PAS

_`§

